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(57)【要約】
【課題】ファンデーションなどを塗布する前に肌に塗布
される肌用下地化粧料であって、汗や冷水ではよれたり
落ちたりせず、温水でこすった場合にはクレンジングや
洗顔料などの洗浄料を用いずに、メークと一緒に容易に
肌から除去することができる肌用下地化粧料を提供する
ことにある。
【解決手段】肌用メークアップ化粧料を塗布する前に肌
に塗布される肌用下地化粧料であって、水を含む水相を
連続相とし、（ａ）酢酸ビニルポリマーと、（ｂ）多価
アルコールと、（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤と、
を含有し、（ａ）酢酸ビニルポリマーは化粧料中０．５
～７質量％であって、且つ水相中に粒子として分散して
おり、（ｂ）多価アルコールは（ａ）酢酸ビニルポリマ
ー１質量部に対して０．５～５．５質量部であり、（ｃ
）親水性非イオン性界面活性剤は化粧料中１～５質量％
であることを特徴とする肌用下地化粧料。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌用メークアップ化粧料を塗布する前に肌に塗布される肌用下地化粧料であって、水を
含む水相を連続相とし、
　（ａ）酢酸ビニルポリマーと、
　（ｂ）多価アルコールと、
　（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤と、
を含有し、
　（ａ）酢酸ビニルポリマーは化粧料中０．５～７質量％であって、且つ水相中に粒子と
して分散しており、
　（ｂ）多価アルコールは（ａ）酢酸ビニルポリマー１質量部に対して０．５～５．５質
量部であり、
　（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤は化粧料中１～５質量％であることを特徴とする肌
用下地化粧料。
【請求項２】
　請求項１記載の肌用下地化粧料において、肌用メークアップ化粧料を肌から除去する際
に３８～４５℃の温水で肌用下地化粧料ごと除去することを特徴とする肌用下地化粧料。
【請求項３】
　請求項２記載の肌用下地化粧料において、（ｂ）多価アルコールが、ジプロピレングリ
コール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ポリエチレングリコール
から選ばれる１種以上であることを特徴とする肌用下地化粧料。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の肌用下地化粧料において、（ｃ）親水性非イオン性界面
活性剤がＨＬＢ８以上の非イオン性界面活性剤であることを特徴とする肌用下地化粧料。
【請求項５】
　請求項４記載の肌用下地化粧料において、（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤がショ糖
脂肪酸エステルであることを特徴とする肌用下地化粧料。
【請求項６】
　請求項１～５の何れかに記載の肌用下地化粧料において、さらに、油相粒子が酢酸ビニ
ルポリマーの粒子とは別個に水相中に分散しているＯ／Ｗ乳化物であることを特徴とする
肌用下地化粧料。
【請求項７】
　請求項１～６の何れかに記載の肌用下地化粧料において、イオン性界面活性剤を含まな
いことを特徴とする肌用下地化粧料。
【請求項８】
　請求項１～７の何れかに記載の肌用下地化粧料を肌用メークアップ化粧料を塗布する前
に肌に塗布する工程と、
　前記メークアップ化粧料を落とすために３８～４５℃の温水で肌をこすることにより前
記メークアップ化粧料を下地化粧料ごと落とす工程と、
を備えることを特徴とする化粧方法。
【請求項９】
　請求項８記載の方法において、温水が洗浄剤を含まないことを特徴とする化粧方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は肌用下地化粧料、特に温水で落とすことができ、ファンデーションなどのメー
ク前に肌に塗布しておくことで、温水で下地化粧料ごとメークを落とすことができる肌用
下地化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ファンデーションなどのメークは通常油分やその他の油性成分を多量に含み、そのため
、メーク落としには通常クレンジング料や洗顔料などを用いることが必要である。また、
耐水性や耐皮脂性、化粧持ちなどを著しく向上させた、所謂ロングラスティングタイプや
ウォータープルーフタイプといわれるファンデーションでは通常のクレンジング料や洗顔
料でも落ちにくい処方となっているために、専用のクレンジング料が必要とされる場合も
多い。
【０００３】
　メーク落としの際にクレンジング料や洗顔料を用いることは、ユーザーにとっては時間
的、費用的な負担の一つであり、また、クレンジング料や洗顔料による目や肌への刺激を
懸念するユーザーもある。
　従って、クレンジング料や洗顔料を用いずにメークを落とすことができれば、ユーザー
の負担や懸念を軽減することができる。
【０００４】
　近年では、水やお湯で落とせる化粧料について検討がなされている。
　例えば、特許文献１には、水や温水で容易に落とすことができる水中油型アイメークア
ップ化粧料が記載されている。特許文献１の技術は、多価アルコールと両親媒性物質との
液晶を油相中に配合することで、水や温水で容易に落とすことができるというものである
。
　しかしながら、特許文献１の化粧料は水でも落ちるため、汗や涙で落ちたり崩れたりす
る場合がある。また、特許文献１はアイメーク化粧料、すなわち睫、眉、又はまぶたの一
部に適用される部分メーク化粧料が記載されているに過ぎず、顔面の肌全体に塗布される
タイプの化粧料については記載されていない。
【０００５】
　これに対して、特許文献２～３には、３０℃以下の冷水には耐性を示し、３５～５０℃
の温水ではこするだけで容易に除去可能である化粧料が記載されている。
　すなわち、特許文献２には、化粧料として許容される媒質中に、少なくとも一つの疎水
性フィルム形成性ポリマーと、特定のイオン性界面活性剤とを含むメークアップ化粧料が
記載されている。特許文献２の技術は、特定のイオン性界面活性剤が２０～４５℃で１０
０μＳ／ｃｍ以上の水中導電性変動を有するためにポリマーフィルムが水に対してより感
受性となり、その結果冷水には耐性を有しながら、温水との接触の間にこすった場合には
メークアップフィルムが脆化して容易に崩壊し、支持体から剥離するというものである。
【０００６】
　また、特許文献３には、生理的に許容可能な媒体中に、３０℃以上の融点を持つ第一の
半結晶性ポリマーと、室温で疎水性皮膜を形成可能な第二の皮膜形成ポリマーとを含有す
るメークアップ化粧料が記載されている。特許文献４の技術は、第一の半結晶性ポリマー
が３０℃以上の融点を持つためにその融点を超えると皮膜が水に影響を受けやすくなり、
その結果、被膜は温水に接触すると脆くなって、こすることにより速やかに壊れ支持体か
ら離れるというものである。
　しかしながら、特許文献２～３にはファンデーションなどにも適用可能であることは記
載されているものの、具体例として示されているのはマスカラのみである。
【０００７】
　一方、メークアップ化粧料には要求される色調、使用感、仕上がり感、あるいは機能な
どによって様々なタイプの製品が既に存在している。
　よって、汗など低温の水に対しては落ちにくく、温水では容易に除去可能な下地化粧料
があれば、これを肌に塗布した後にユーザーは好みの製品を使用することができるので、
ユーザーにその嗜好性の変更を強要することなく、それまでのクレンジング料や洗顔料な
どを使用せずに温水のみでメーク落としを行うことができるようになる。
【０００８】
　特許文献４には、水で容易に落とすことができるマスカラ下地として、水溶性ポリアク
リル酸系高分子と、ポリビニルピロリドンと、水を含むマスカラ下地が記載され、化粧落
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としを使わずに水洗いするだけでその上に塗布したマスカラごとマスカラ下地を落とすこ
とができることが記載されている。
　しかしながら、特許文献１と同じように、特許文献４のマスカラ下地も水でも落ちるタ
イプであるため、汗や涙でよれたり落ちたりする場合がある。また、特許文献４のマスカ
ラ下地は睫用化粧料であり、ファンデーションなどの前に肌上に広範囲に塗布される肌用
下地化粧料については記載されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－３０６８４９号公報
【特許文献２】特開２００３－１３７７３２号公報
【特許文献３】特開２００３－２６５３９号公報
【特許文献４】特開２００４－３３９０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は前記背景技術に鑑みなされたものであり、その目的は、ファンデーションなど
を塗布する前に肌に塗布される肌用下地化粧料であって、汗や冷水ではよれたり落ちたり
せず、温水でこすった場合にはクレンジングや洗顔料などの洗浄料を用いずに、メークと
一緒に容易に肌から除去することができる肌用下地化粧料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するために本発明者らが鋭意検討を行った結果、酢酸ビニルポリマーと
、多価アルコールと、親水性非イオン性界面活性剤とを特定量用いることにより上記のよ
うな肌用下地化粧料が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１２】
　すなわち、本発明にかかる肌用下地化粧料は、肌用メークアップ化粧料を塗布する前に
肌に塗布される肌用下地化粧料であって、水を含む水相を連続相とし、
　（ａ）酢酸ビニルポリマーと、
　（ｂ）多価アルコールと、
　（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤と、
を含有し、
　（ａ）酢酸ビニルポリマーは化粧料中０．５～７質量％であって、且つ水相中に粒子と
して分散しており、
　（ｂ）多価アルコールは（ａ）酢酸ビニルポリマー１質量部に対して０．５～５．５質
量部であり、
　（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤は化粧料中１～５質量％であることを特徴とする肌
用下地化粧料である。
　前記肌用下地化粧料は、肌用メークアップ化粧料を肌から除去する際に３８～４５℃の
温水で肌用下地化粧料ごと除去することができる。
【００１３】
　なお、本発明において肌用下地化粧料は、ファンデーションなどのメーク前に肌に塗布
されるものであり、睫用あるいは眉用の下地化粧料ではない。また、通常ファンデーショ
ンのようなメークアップ化粧料は着色材を多量に含むが、本発明は肌用下地化粧料である
ので着色材をほとんど含まない。本発明の肌用下地化粧料中、着色材（有色顔料、白色顔
料、体質顔料、色素など）は合計で３質量％未満、好ましくは１質量％未満である。一方
、本発明の肌用下地化粧料の上に塗布される肌用メークアップ化粧料は、着色材（有色顔
料、白色顔料、体質顔料、色素など）を合計で１質量％以上、さらには合計で３質量％以
上含有するものであることができる。例えば、本発明の肌用下地化粧料の後に塗布する肌
用メークアップ化粧料としては、リキッドファンデーション、クリームファンデーション
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、パウダリーファンデーション、チーク（頬紅）、おしろい、アイシャドー、コンシーラ
ー、口紅、グロス、等が挙げられる。
【００１４】
　また、本発明は、前記肌用下地化粧料において、（ｂ）多価アルコールが、ジプロピレ
ングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ポリエチレングリ
コールから選ばれる１種以上であることを特徴とする肌用下地化粧料を提供する。
【００１５】
　また、本発明は、前記肌用下地化粧料において、（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤が
ＨＬＢ８以上の非イオン性界面活性剤であることを特徴とする肌用下地化粧料を提供する
。
　また、本発明は、前記肌用下地化粧料において、（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤が
ショ糖脂肪酸エステルであることを特徴とする肌用下地化粧料を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、前記何れかに記載の肌用下地化粧料において、さらに、油相粒子が酢
酸ビニルポリマーの粒子とは別個に水相中に分散しているＯ／Ｗ乳化物であることを特徴
とする肌用下地化粧料を提供する。
　また、本発明は、前記何れかに記載の肌用下地化粧料において、イオン性界面活性剤を
含まないことを特徴とする肌用下地化粧料を提供する。
【００１７】
　また、本発明にかかる化粧方法は、前記何れかに記載の肌用下地化粧料を肌用メークア
ップ化粧料を塗布する前に肌に塗布する工程と、
　前記メークアップ化粧料を落とすために３８～４５℃の温水で肌をこすることにより前
記メークアップ化粧料を下地化粧料ごと落とす工程と、
を備えることを特徴とする化粧方法である。
　前記化粧方法において、温水が洗浄剤を含まないことが好適である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、汗や涙、低温の水では落ちたり崩れたりせず、且つ、クレンジングや
洗顔料などの洗浄料を用いなくても温水でこするだけで均一に微細に崩壊しながら容易に
肌から落とすことができる肌用下地化粧料が提供される。本発明の肌用下地化粧料をファ
ンデーションなどの肌用メークアップ化粧料の前に塗布しておくことで、温水（３８℃以
上、好ましくは４０℃以上）のみでメークアップ化粧料を下地化粧料ごと容易に肌から除
去することができる。
　本発明の肌用下地化粧料を肌に塗布して形成される下地被膜は、その上に塗布された肌
用メークアップ化粧料による化粧被膜に対して良好な密着性を有する。このため、温水で
こするだけで下地被膜が化粧被膜を保持したまま均一且つ微細に崩壊しながら肌から剥離
し、ヌルヌルしたり異物感を生じたりすることなくさっぱりと容易にメークを落とすこと
ができ、しかも、メークが肌に再付着して肌が汚れることもない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例にかかる肌用下地化粧料をファンデーション塗布前に肌に塗布
した場合及び塗布しなかった場合について、それぞれファンデーション塗布直後、温水で
洗顔した直後、及び洗顔料で洗顔した直後の肌の状態を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＜（ａ）酢酸ビニルポリマー＞
　酢酸ビニルポリマーは疎水性被膜形成性ポリマーで、酢酸ビニルの単独重合体であるポ
リ酢酸ビニルである。
　酢酸ビニルポリマーは公知の方法で製造することが可能であるが、市販品を用いてもよ
い。例えば、酢酸ビニルポリマーを水中に分散したポリマーエマルジョンが市販されてお
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り、これを好適に用いることができる。酢酸ビニルポリマーエマルジョンは通常は固形分
含有率約３５～５５％、ポリ酢酸ビニル粒子の粒径は約０．１～３μｍである。好適な酢
酸ビニルポリマーエマルジョンとしては、例えばビニブランＳ－４０（日信化学工業（株
）、固形分４０％、エタノール２％、残部水）を挙げることができる。
　本発明においては、このような酢酸ビニルポリマーエマルジョンは水相に配合され、酢
酸ビニルポリマーは連続相である水相中に粒子として分散する。
【００２１】
　酢酸ビニルポリマーは、本発明の肌用下地化粧料中、固形分として０．５～７質量％、
好ましくは１～５．５質量％である。酢酸ビニルポリマーが少なすぎると低温の水で落ち
る場合がある。あるいは、温水でこすると下地被膜が剥離せずに溶解してしまうため、メ
ークが肌に再付着してしまうことがあり、また、溶解するとヌルヌルした感触を生じるの
でさっぱりとした心地が得られない。一方、多すぎる場合には下地化粧料の伸びが悪くな
ったり、下地化粧料がべたついたり、下地被膜がごわついたりするなど、使用感が低下す
る。
【００２２】
＜（ｂ）多価アルコール＞
　本発明において用いる多価アルコールは、分子内に２個以上、好ましくは２～６個の水
酸基を有する水溶性の飽和脂肪族アルコール（分子内にエーテル結合を含んでいてもよい
）であり、化粧料や医薬部外品などに通常配合される成分を用いることができる。
　多価アルコールとしては、３価アルコール（例えば、グリセリン、トリメチロールプロ
パン等）、４価アルコール（例えば、ジグリセリン、エリスリトール、ペンタエリスリト
ール等）、５価アルコール（例えば、キシリトール、トリグリセリン等）、６価アルコー
ル（例えば、ソルビトール、マンニトール等）、ならびにこれらの重合体（例えば、ジグ
リセリン、トリグリセリン、テトラグリセリン、ポリグリセリン等）なども挙げることが
できるが、好ましい多価アルコールの例としてグリコール（分子内に水酸基を２個有する
アルコール）が挙げられる。
【００２３】
　グリコールとしては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチ
レングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリ
コール、トリメチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール
、１，３－ブチレングリコール、１，２－ブチレングリコール、テトラメチレングリコー
ル、２，３－ブチレングリコール等が挙げられる。
　この中でも、特にジプロピレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレン
グリコール、ポリエチレングリコール（例えば分子量５００以下）が好ましい。
【００２４】
　本発明の肌用下地化粧料中、（ｂ）多価アルコールは、（ａ）酢酸ビニルポリマー１質
量部に対して０．５～５．５質量部、好ましくは０．８～４質量部である。多価アルコー
ルが酢酸ビニルポリマーに対して少なすぎると下地被膜が温水で落ちにくくなる。一方、
多すぎると低温の水で落ちやすくなり、また、製膜性が悪くなったり、下地化粧料がべた
つくことがある。
【００２５】
＜（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤＞
　親水性非イオン性界面活性剤としては、化粧料や医薬部外品などに通常配合されるもの
を用いることができ、好ましくはＨＬＢ８以上の非イオン性界面活性剤である。
　親水性非イオン性界面活性剤としては、例えば、ショ糖脂肪酸エステル、グリセリン又
はポリグリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ＰＯＥソルビ
タン脂肪酸エステル、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステ
ル、ＰＯＥ脂肪酸エステル、ＰＯＥアルキルエーテル、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル
、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル、ＰＯＥヒマシ油又はＰＯＥ硬化ヒマシ油誘導体、Ｐ
ＯＥ蜜ロウ・ラノリン誘導体、アルカノールアミド類、ＰＯＥプロピレングリコール脂肪
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酸エステル類、ＰＯＥアルキルアミン、ＰＯＥ脂肪酸アミド、アルキルアミドアミン等が
挙げられ、これらの１種又は２種以上を組み合わせて配合することができる。
【００２６】
　本発明で用いる親水性非イオン性界面活性剤の好適な例として、ショ糖脂肪酸エステル
が挙げられる。脂肪酸としては、例えば炭素数１２～２２の直鎖または分岐の、飽和又は
不飽和の高級脂肪酸であることができる。
　また、別の好適な例として、シリコーン系非イオン性界面活性剤が挙げられ、例えば、
ＫＦ－６０１１（信越化学工業（株）、ＩＮＣＩ名：ＰＥＧ－１１メチルエーテルジメチ
コン）のようなポリオキシエチレン変性オルガノポリシロキサンが挙げられる。
【００２７】
　（ｃ）親水性非イオン性界面活性剤は、本発明の下地化粧料中１～５質量％、好ましく
は１．５～４．５質量％である。親水性非イオン性界面活性剤が少なすぎると、３８℃温
水で落ちるものの、強くこする必要があり、落ち方も下地被膜が均一かつ微細に崩壊せず
に膜状、小片状、あるいは塊状でおちるため、洗い心地にも劣る。一方、多すぎると下地
化粧料がべたついたり、低温の水で落ちやすくなる。
　なお、本発明の下地化粧料には、本発明の効果を損なわない範囲で、親水性非イオン性
界面活性剤以外の界面活性剤を配合することが可能であるが、イオン性界面活性剤は本発
明の効果を著しく損なう場合があるので、イオン性界面活性剤の配合量はできるだけ抑制
することが好ましく、配合しないことがより望ましい。
【００２８】
＜その他の成分＞
　本発明においては、上記必須成分以外に、通常化粧料や医薬部外品に用いられる成分を
本発明の効果を損なわない質的・量的範囲で配合することができる。例えば、液体油脂、
固体油脂、ロウ、炭化水素、エステル油、高級脂肪酸、高級アルコール、シリコーン油等
などの油分が挙げられる。
【００２９】
　本発明の肌用下地化粧料は、水相を連続相とする水性化粧料であり、酢酸ビニルポリマ
ーが水相中に粒子として分散しているが、油分を配合する場合には、連続相である水相中
に油分を含む油相粒子が乳化分散したＯ／Ｗ乳化物とし、油相粒子は酢酸ビニルポリマー
粒子とは別個に水相中に分散していることが好ましい。酢酸ビニルポリマーが油相中に溶
解状態で存在すると３８℃の温水でも落とすことが困難となる場合がある。このようなＯ
／Ｗ乳化物は、好適には、酢酸ビニルポリマーを含まないＯ／Ｗ乳化物を調製し、これに
酢酸ビニルポリマーエマルジョンを添加することにより得ることができる。
【００３０】
　また、粉末成分、保湿剤、水溶性高分子、増粘剤、皮膜剤、紫外線吸収剤、金属イオン
封鎖剤、低級アルコール、糖、アミノ酸、有機アミン、高分子エマルジョン、ｐＨ調製剤
、皮膚栄養剤、ビタミン、酸化防止剤、酸化防止助剤、香料等も、本発明の効果を損なわ
ない範囲で配合することができる。
【００３１】
　本発明の肌用下地化粧料は、ファンデーションなどの肌用メークアップ化粧料が塗布さ
れる前に肌に塗布される。本発明の下地化粧料は低温の水に対しては耐性があり、汗や水
で濡れても、軽く押さえる程度であれば落ちたり崩れたりすることはない。一方で、３８
℃以上、好ましくは４０℃以上の温水では指や掌でこするだけでメークアップ化粧被膜を
保持したまま下地被膜が均一かつ微細に崩壊しながら肌から完全に剥離するので、クレン
ジング料や洗顔料などの洗浄料を用いずに温水のみでメーク落としができ、また、メーク
の肌への再付着もない。なお、温水でメークを落とす際には布、ガーゼ、コットンなどを
用いることもできる。なお、肌への負担や熱刺激の点から、温水としては通常４５℃以下
である。
【実施例】
【００３２】
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　以下、本発明を具体例をあげてさらに説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。配合量は特に記載のない限り質量％である。本発明で用いた試験方法は次の通り
。　　　
【００３３】
（製膜性）
　ドクターブレードを用いて試料をスライドグラス上に０．１７５ｍｍ厚にプルダウンし
、３７℃で１昼夜乾燥させた。形成された下地被膜を肉眼観察し、次の基準で評価した。
　　○　：ツブ（異物）、シワ、穴等がなく、均一な乾燥被膜が形成された。
　　△　：ツブ（異物）、シワ、穴等がほとんどなく、ほぼ均一な乾燥被膜が形成された
。
　　×　：ツブ（異物）、シワ、穴等があり、不均一な乾燥被膜が形成された。
　　××：乾燥被膜が形成されず、べたつく被膜が形成された。
【００３４】
（３５℃耐性）
　汗などに対する耐性を調べるため、３５℃の水で浸漬試験を行った。具体的には、製膜
性試験で得られた乾燥被膜をスライドグラスごと３５℃の水に浸漬後直ちに引き上げる操
作を１０回繰り返した直後の被膜について、落ちや崩れがないかを肉眼で観察した（浸漬
直後）。さらに、室温１分間放置した後、指で軽くこすって落ちや崩れがないかを肉眼で
観察した（こすった時）。観察結果を次の基準で評価した。
　　○：落ちや崩れが全くない。
　　△：落ちや崩れがほとんどない。
　　×：落ちや崩れがある。
【００３５】
（４０℃落ち）
　温水での落ちを調べるために、製膜性試験で得られた被膜をスライドグラスごと４０℃
の温水中に浸漬し、指でこすってスライドグラスからの落ち（除去性）及び落ちた場合に
はその落ち方（崩壊性）を観察し、下記の基準で評価した。
【００３６】
　除去性
　　○　：軽くこするだけで完全に除去できた。
　　△　：軽くこすってもなかなか完全に除去できなかったが、強くこすると完全に除去
できた。
　　×　：強くこすっても全く除去できなかった。
【００３７】
　崩壊性
　上記除去性評価で除去できた場合について、下記の基準で評価した。
　　○：下地被膜が均一に微細に崩壊しながら剥離して除去された。
　　△：下地被膜がほぼ均一に微細に崩壊しながら剥離して除去された。
　　×：下地被膜が均一に微細に崩壊せず、膜状、小片状、あるいは塊状に剥離して除去
された。
　　××：下地被膜が剥離はせずに、ヌルつきながら溶解して除去された。
【００３８】
（使用感）
　肌に塗布した際の「のび」、「べたつきのなさ」及び「異物感（ツブ）」、下地被膜が
形成された時の「ごわつきのなさ」の４項目について、下記の基準で評価した。
　　○：全ての項目で優れている
　　△：少なくとも一つの項目がやや劣る
　　×：少なくとも一つの項目が劣る
【００３９】
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【表１】

【００４０】
（製法）
　１に３～７を添加して加熱溶解した後、２を添加して分散し、さらに８を添加して分散
させた（水相）。９～１０に１１～１３を添加して加熱溶解し（油相）、加熱した水相に
投入してホモミキサーで乳化し、得られたＯ／Ｗ乳化物に１４を混合して下地化粧料を得
た。
【００４１】
　上記表１の組成で肌用下地化粧料を調製した。
　試料１－１のように、酢酸ビニルポリマーと多価アルコールと親水性非イオン性界面活
性剤とを含む場合には、３５℃の水でも落ちや崩れのない均一な下地被膜が形成できた。
そして、この下地被膜を４０℃の温水中でこすった場合には、軽くこするだけで均一に微
細に崩壊しながら落ちて、さっぱりとした優れた洗い心地であった。
【００４２】
　これに対して、試料１－２のように多価アルコールを配合しなかった場合には、３５℃
の水でも４０℃の温水でも落ちなかった。
　試料１－３のように親水性非イオン性界面活性剤を配合しなかった場合には、３５℃水
で落ちや崩れはなく、４０℃温水でこすると落ちる下地被膜が得られたが、強くこすらな
いと落とすことができなかった。また、落ち方も均一に微細に崩壊せずに、膜状、小片状
あるいは塊状で落ちたために異物感があり、洗い心地が悪かった。
【００４３】
　試料１－４のように酢酸ビニルポリマーを配合しなかった場合には、３５℃の水でも４
０℃の温水でも落ちてしまう下地被膜しか得られず、落ち方も剥離せずにヌルヌルとした
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感触で溶解してしまった。
　これらのことから、酢酸ビニルポリマーと多価アルコールと親水性非イオン性界面活性
剤とを配合することが重要であると考えられた。そこで、各成分について検討を行った。
　まず、酢酸ビニルポリマーについて検討した。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　表１の製法に準じて、上記表２の組成で下地化粧料を調製した。
　酢酸ビニルポリマーを一定量以上配合すれば３５℃の水では落ちず、４０℃の温水では
微細に崩壊しながら剥離除去できる被膜を形成することができた。一方で、多すぎるとの
びが悪くなったり、下地化粧料がべたついたり、下地被膜がごわついたりする。
　このようなことから、酢酸ビニルポリマーは下地化粧料全量中０．５～７質量％、好ま
しくは１～５．５質量％である。
【００４６】
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【表３】

【００４７】
　上記表３は、上記試験例２－４において、酢酸ビニルポリマーの代わりに他の被膜剤や
ポリマーを用いた場合の結果である。何れの場合も３５℃の水に対する耐性が低く、落ち
や崩れを生じてしまった。また、油溶性の疎水性被膜剤であるトリメチルシロキシケイ酸
や他の疎水性ポリマーエマルションでは製膜性も悪かった。
　次に、多価アルコールについて検討した。
【００４８】



(12) JP WO2014/058048 A1 2014.4.17

10

20

30

40

【表４】

【００４９】
　表１の製法に準じて、上記表４の組成で下地化粧料を調製した。
　酢酸ビニルポリマーに対して多価アルコールが少なすぎると、４０℃温水では落ちにく
くなる傾向があり、多すぎると３５℃での耐水性が低下し、また、製膜性が悪化したり、
下地化粧料がべたつく傾向がある。
　このようなことから、多価アルコールは酢酸ビニルポリマー１質量部に対して０．５～
５．５質量部、好ましくは０．８～４質量部と考えられた。
【００５０】
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【００５１】
　上記表５は、前記試験例２－４においてジプロピレングリコールの代わりに他の多価ア
ルコールを用いた場合の結果である。
　プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ポリエチレングリコール４００
ではジプロピレングリコールとほぼ同等の結果であった。また、グリセリンやジグリセリ
ンでは、３５℃水に対する耐性がジプロピレングリコール等に比べてやや劣り、また、グ
リセリンでは下地化粧料にややべたつきがあったり、ジグリセリンでは僅かに異物を生じ
ることがあったが、使用可能なレベルであった。
　さらに、親水性非イオン性界面活性剤について検討を行った。
【００５２】
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【表６】

【００５３】
　上記表６は、前記表４において、親水性非イオン性界面活性剤を配合しなかった場合の
結果である。親水性非イオン性界面活性剤を配合しなくても、酢酸ビニルポリマーに対し
て多価アルコール比率を高くすれば、下地被膜は４０℃温水で落ちるものの強くこすらな
いと落ちにくく、多価アルコール比率を著しく高くすると３５℃水に対しても落ちやすく
なってしまい、また、製膜性や使用感なども低下する。
　よって、多価アルコールを酢酸ビニルポリマーに対して特定比率で配合し、且つ、親水
性非イオン性界面活性剤を配合することが必要であると考えられる。
【００５４】
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【表７】

【００５５】
　上記表７は、親水性非イオン性界面活性剤の配合量を変えた場合の結果である。なお、
調製は表１の製法に準じて行った。
　親水性非イオン性界面活性剤が少なすぎると４０℃温水で落ちたとしても強くこすらな
ければ落ちず、また、落ち方も下地被膜が均一に微細に崩壊せずに、膜状、小片状、ある
いは塊状で落ちるものであるため、洗い心地が悪い。一方、多すぎるとべたつきを生じた
り、３５℃の水に対する耐性が低下する傾向がある。
　このようなことから、親水性非イオン性界面活性剤は下地化粧料全量中１～５質量％、
好ましくは１．５～４．５質量％であると考えられた。
【００５６】
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【表８】

【００５７】
　上記表８は、試験例７－５において、ステアリン酸スクロースの代わりに他の親水性界
面活性剤を用いた場合の結果である。アニオン性界面活性剤や両性界面活性剤を配合した
場合には、３５℃の水に対する耐性が低くなり、カチオン性界面活性剤を配合した場合に
は、４０℃温水で落とすことが困難になった。よって、イオン性界面活性剤の配合量はで
きるだけ低減することが望ましく、配合しないことがより望ましい。
【００５８】
（実使用試験）
　女性パネルにより本発明の下地化粧料の実使用試験を行った。具体的には、次の通りで
ある。
　午前９：３０に顔面全体に試験例１－１の下地化粧料を指で塗布し、１分後にファンデ
ーションを塗布した。屋外を約４時間ウォーキングした後、午後２時頃に化粧持ちを目視
により確認し、評価を行った。その後ファンデーションで化粧直しを行い、さらに屋内外
で普段通りに４時間過ごした後、午後６時頃に洗顔料は用いずに３８℃の温水で顔を濡ら
しながら指や掌で軽くこすることにより洗顔を行い、化粧落ちを目視により確認し、評価
を行った。
　試験中の平均気温は２６～２８℃（最高気温約３１℃）、平均湿度は７０～８０％（最
高湿度約９１％）であった。各群は７名のパネルで試験を行った。用いたファンデーショ
ンと塗布方法は次の通りであった。
【００５９】
　ファンデーションＡ：
　　マキアージュ　ライティング　ホワイトパウダリー　ＵＶ（スポンジで塗布）
　　（（株）資生堂、粉末固型ファンデーション）
　ファンデーションＢ：
　　マキアージュ　ラスティング　スティックファンデーション　ＵＶ（指で塗布）
　　（（株）資生堂、油性固型ファンデーション）
　ファンデーションＣ：
　　マキアージュ　エッセンスリッチ　ホワイトリキッド　ＵＶ（スポンジで塗布）
　　（（株）資生堂、水中油型乳化ファンデーション）
　ファンデーションＤ：
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　　インテグレート　ミネラルウォータリーファンデーション（指で塗布）
　　（（株）資生堂、油中水型乳化ファンデーション）
【００６０】
　本発明の下地化粧料を肌に塗布した際には肌上でのばしやすく、カスなどの異物は生じ
なかった。
　化粧持ちについては、何れのファンデーションを塗布した群においても、テカリや脂浮
きはあったものの、ファンデーションの剥がれ、崩れ、ヨレはほとんどなかった。
　化粧落ちについては、何れのファンデーションを塗布した群においても、３８℃の温水
で軽くこするだけでファンデーションを残らず落とすことができた。また、ファンデーシ
ョンの肌への再付着は見られなかった。
【００６１】
　下記表９は、洗顔時の水の温度を変えて同様に試験を行った場合の化粧落ちを評価した
結果である。ファンデーションは（株）資生堂　アネッサパーフェクトＵＶリキッドＮ（
油性液状）を用いた。評価基準は次の通り。
化粧落ち
　　○　：軽い力でこするだけでファンデーションが残らず落ちた。
　　△　：やや強い力でこすることによりファンデーションが残らず落ちた。
　　×　：強い力でこすらないとファンデーションが落ちなかった。
【００６２】
【表９】

【００６３】
　表９からわかるように、３８℃以上の温水では何れの群においても軽くこするだけでフ
ァンデーションを残らず落とすことができ、ファンデーションの再付着も認められなかっ
た。一方、水の温度が低くなると落ちが悪くなる傾向があり、３０℃の水ではかなり強く
こすらないと落ちなかった。
　なお、下地化粧料を塗布しなかった場合には、３８℃以上の温水で強くこすっても、何
れの群においてもファンデーションを落とすことはできなかった。
【００６４】
　代表例として、図１を示す。図１において、（ａ－１）～（ｂ－３）はそれぞれ次の通
りである。
（ａ－１）：試験例１－１の下地化粧料を塗布せずにファンデーションＡを塗布した直後
の肌。
（ａ－２）：（ａ－１）の肌を３８℃の温水のみで洗顔した直後の肌。
（ａ－３）：（ａ－２）の肌をさらに洗顔料を使用して洗顔を行った直後の肌。
（ｂ－１）：試験例１－１の下地化粧料を塗布した後にファンデーションＡを塗布した直
後の肌。
（ｂ－２）：（ｂ－１）の肌を３８℃の温水のみで洗顔した直後の肌。
（ｂ－３）：（ｂ－２）の肌をさらに洗顔料を使用して洗顔を行った直後の肌。
【００６５】
　図１（ａ－１）～（ａ－３）からわかるように、本発明の下地化粧料を用いなかった場
合には、温水で洗顔してもファンデーションがほとんど落ちず、洗顔料を使用しないとフ
ァンデーションを落とすことができなかった。
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　これに対して、図１（ｂ－１）～（ｂ－３）からわかるように、本発明の下地化粧料を
用いれば、温水で洗顔するだけでファンデーションをきれいに落とすことができた。
　なお、本発明にかかる下地化粧料を実使用する際には、肌上での下地被膜厚が極めて薄
いため、前記ドクターブレードを用いて被膜を形成する場合に比較して、やや低温側で洗
浄可となる傾向がある。また、本発明の下地化粧料上に塗布されるメーク化粧料の耐水性
も、若干、下地被膜洗浄温度に影響を与え、耐水性が高いメーク化粧料の場合には洗浄温
度をやや高めにすることが好ましい。
【００６６】
処方例１　Ｏ／Ｗ乳化下地化粧料
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
　ベントナイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３　質量％
　ＰＯＥ（２０）ソルビタンモノステアレート　　　　　　　１．０
　（イソブチレン／マレイン酸ナトリウム）コポリマー　　　０．０５
　ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ステアリン酸スクロース　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　バチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　シリカ被覆微粒子酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　５．０
　（メタクリル酸メチル／メタクリル酸
　　　（ＰＥＧ－４／ＰＰＧ－３））クロスポリマー　　　　３．０
　ジメチルポリシロキサン（１ｍｍ２／ｓ）　　　　　　　１０．０
　ジメチルポリシロキサン（２ｍｍ２／ｓ）　　　　　　　１０．０
　酢酸ステアリン酸スクロース　　　　　　　　　　　　　　３．０
　ステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　マイクロクリスタリンワックス　　　　　　　　　　　　　１．０
　メトキシケイ皮酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　酢酸ビニルポリマーエマルジョン＊１　　　　　　　　　　７．０
【００６７】
　処方例１の肌用下地化粧料は肌に塗布した際には肌上でのばしやすく、カスなどの異物
は生じずにべたつきのない均一な下地被膜を形成した。また、ファンデーションを塗布す
る前に肌に塗布しておくことで、３８℃以上の温水で軽くこするだけで洗顔料を使用せず
にファンデーションを残らず落とすことができた。また、ファンデーションの肌への再付
着は見られなかった。
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